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② 地元企業や進出企業を活性化する

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円中小企業融資中小企業融資中小企業融資中小企業融資あっせんあっせんあっせんあっせん等事業等事業等事業等事業 融資あっ 融資あっ 融資あっ 22年度から融資限

せん等 せん等 せん等 度額を引上げして 409.1事業資金を必要とする中小企業者への融資あ

（拡充） 実施っせん等

補助基準等の見直商工会議所商工会議所商工会議所商工会議所・・・・商工会補助事業商工会補助事業商工会補助事業商工会補助事業

補助 補助 補助 しを検討 6.3能代商工会議所及び二ツ井町商工会の事業等

への補助見直

継続して支援のしろのしろのしろのしろ産業産業産業産業フェアフェアフェアフェア補助事業補助事業補助事業補助事業

補助 補助 補助 2.0地域産業の振興を図るためのＰＲイベント等

に対する補助

継続して支援秋田杉秋田杉秋田杉秋田杉のののの里二里二里二里二ツツツツ井井井井まつりまつりまつりまつり補助事業補助事業補助事業補助事業

補助 補助 補助 0.1二ツ井地域の産業振興のためのＰＲイベント

等に対する補助

③ 起業しやすい環境を整える

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円重点重点重点重点 起業支援事業起業支援事業起業支援事業起業支援事業 22年度から３カ年

補助 補助 補助 実施 3.0市内で起業する人に必要経費を補助

（終了）（（（（新規新規新規新規））））

22年度から３カ年重点重点重点重点 新商品開発新商品開発新商品開発新商品開発・・・・新規分野参入支援事業新規分野参入支援事業新規分野参入支援事業新規分野参入支援事業

補助 補助 補助 実施 2.0新商品を開発するための必要経費又は異業種

（終了）に参入するための必要経費を補助 （（（（新規新規新規新規））））

22年度から３カ年重点重点重点重点 チャレンジショップチャレンジショップチャレンジショップチャレンジショップ事業事業事業事業

実施 実施 実施 実施 2.2新たな事業の試行を支援するための貸しスペ

（終了）ースの設置 （（（（新規新規新規新規））））

④ 若年者を中心に雇用を確保する

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円地域雇用総合対策事業地域雇用総合対策事業地域雇用総合対策事業地域雇用総合対策事業 緊急雇用創出臨時

実施 実施 対策基金制度を活 16.4雇用相談員の配置、求職者・新卒者のスキル

（終了） 用して２カ年実施アップのためのセミナー開催等 （（（（新規新規新規新規））））

協議会を組織して地域雇用創造実現事業地域雇用創造実現事業地域雇用創造実現事業地域雇用創造実現事業

実施 実施 23年度まで実施 －街の魅力発掘と情報発信、観光メニュー創出

※全額国補助のための雇用等 （終了）

22年度から受入企デュアルシステムデュアルシステムデュアルシステムデュアルシステム事業事業事業事業

実施 実施 実施 業の増加等を図 0.8就職希望の高校３年生を地元就職・定着に結

（拡充） （検証） り、24年度に検証びつけるための地元企業での職業実習等

ふるさと融資制度地域総合整備資金貸付事業地域総合整備資金貸付事業地域総合整備資金貸付事業地域総合整備資金貸付事業

（貸付） （貸付） （貸付） に基づき該当事業 －ふるさと財団のふるさと融資制度に基づく民

へ貸付間事業活動への無利子貸付

継続して実施就職推進員設置事業就職推進員設置事業就職推進員設置事業就職推進員設置事業

実施 実施 実施 0.6内職希望者の相談、紹介、情報提供のための

就職推進員の設置
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（基本目標 ２ 元気とうるおいのまち）

政 策（３） 力強くて持続する農業

基本構想でめざす姿や状態

○ 地元産の農産物や加工品の市場評価が高まり、産地として確立すること。

○ 農業が魅力的な職業として成り立ち、若い人を中心に農業の担い手が増えること。

○ 農業の生産性が高まり、経営の強化につながること。

○ 食の大切さへの理解が深まり、食育が浸透して実践につながること。

基本計画でめざす目標指標

指 標 基 準 ５年後の目標 10年後の目標 備 考

（平成24年度） （平成29年度）

野菜作付面積 745ha 740ha 維持

（H17年度）

担い手農地集積率（個人・集団 46.8％ 74.3％ 増加に努める

を含む） （H17年度）

地元産の農産物は安全でおいし 77.5％ 80.0％ 85.0％ 市民意識調査

いと思う市民の割合 （H19年度）

学校給食で使用している野菜類 28.8％ 35.0％ 40.0％

のうち秋田県産の割合 （H18年度）

施策の体系

（３）力強くて持続する農業 ① 安全・安心で消費者ニーズに対応した農

業を確立する

② 農業の担い手を育成する

③ 農業生産を効率化する

④ 農地を保全する

実施事業実施事業実施事業実施事業のののの概要概要概要概要

① 安全・安心で消費者ニーズに対応した農業を確立する

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円ブランドブランドブランドブランド米確立支援事業米確立支援事業米確立支援事業米確立支援事業 ３年間の事業効果

支援 （支援） （支援） を検証し、23年度 2.3ブランド米栽培のための統一した栽培技術の

見直 （検証） 以降の取組を検討実証と有利販売への取組に対する助成等

継続して実施畑作技術振興事業畑作技術振興事業畑作技術振興事業畑作技術振興事業

実施 実施 実施 3.6野菜・花き生産農家の生産技術向上のための

農業技術センターでの栽培実証等

継続して実施農産物販路拡大対策事業農産物販路拡大対策事業農産物販路拡大対策事業農産物販路拡大対策事業

実施 実施 実施 0.4首都圏等での販売、取引先との交流等

継続して実施食育推進事業食育推進事業食育推進事業食育推進事業

市民 実施 実施 実施 0.3食育と地産地消を推進するための活動等

補助のあり方の見稲作病害虫防除対策補助事業稲作病害虫防除対策補助事業稲作病害虫防除対策補助事業稲作病害虫防除対策補助事業

補助 補助 補助 直しを検討 4.6病害虫発生防止のための無人ヘリの一斉防除

に対して助成見直
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② 農業の担い手を育成する

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円今今今今こそこそこそこそチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ農業夢農業夢農業夢農業夢プランプランプランプラン応援補助事業応援補助事業応援補助事業応援補助事業 県の補助制度に合

実施 実施 実施 わせて実施 30.0複合経営に取り組む農業者の農業機械・施設

導入費に対して助成

継続して実施がんばるがんばるがんばるがんばる農業者総合支援対策事業農業者総合支援対策事業農業者総合支援対策事業農業者総合支援対策事業

支援 支援 支援 4.3認定農業者をめざす農業者の農業機械・施設

導入費、特別栽培農産物認証経費等に助成

現行の補助制度が担担担担いいいい手手手手アクションサポートアクションサポートアクションサポートアクションサポート事業事業事業事業

実施 実施 実施 24年度で終了予定 0.7担い手の育成・確保と経営改善のための活動

（終了）等

22年度から４カ年重点重点重点重点 畑作就農定着促進事業畑作就農定着促進事業畑作就農定着促進事業畑作就農定着促進事業

実施 実施 実施 実施 3.6ねぎ等の主要作物の農業技術を学ぶための農

（（（（新規新規新規新規））））業技術センター等での研修

継続して実施重点重点重点重点 シニアパワーシニアパワーシニアパワーシニアパワー営農支援事業営農支援事業営農支援事業営農支援事業

市民 実施 実施 実施 0.1遊休農地の有効活用と健康づくりを図るため

に高齢者による野菜作りを支援

開設手法等の見直市民菜園事業市民菜園事業市民菜園事業市民菜園事業

市民 実施 実施 実施 しを検討 0.3市民の健全な余暇活用と農業への理解を深め

るために市民菜園を開設見直

③ 農業生産を効率化する

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円県営県営県営県営ためためためため池等整備事業池等整備事業池等整備事業池等整備事業（（（（県事業負担金県事業負担金県事業負担金県事業負担金）））） 継続事業は24年度

矢崎地区 矢崎地区 矢崎地区 で終了予定 5.3県が実施する矢崎地区のため池等整備事業へ

（終了）の負担

富根地区 継続事業は23年度県営県営県営県営ほほほほ場整備事業場整備事業場整備事業場整備事業（（（（県事業負担金県事業負担金県事業負担金県事業負担金））））

常盤本郷 常盤本郷 で終了予定 25.7県が実施する常盤本郷地区等のほ場整備事業

（終了）への負担

④ 農地を保全する

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円農地農地農地農地・・・・水水水水・・・・環境保全向上活動支援事業環境保全向上活動支援事業環境保全向上活動支援事業環境保全向上活動支援事業 現行の制度が23年

市民 支援 支援 度で終了予定 36.3地域の農地・水・環境の良好な保全を図るた

（終了）めに農村集落における地域活動を支援

継続して実施中山間地域等直接支払交付事業中山間地域等直接支払交付事業中山間地域等直接支払交付事業中山間地域等直接支払交付事業

実施 実施 実施 5.0農業生産条件が不利な中山間地域の農地保全

等のための活動に対する助成

継続して実施空空空空きききき家家家家・・・・空空空空きききき農地情報化事業農地情報化事業農地情報化事業農地情報化事業

市民 実施 実施 実施 0.1農村部への定住促進を図るために空き家・空

き農地情報をホームページに掲載

24年度以降の取組鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害（（（（農作物農作物農作物農作物））））防止対策事業防止対策事業防止対策事業防止対策事業

補助 補助 を23年度に検討 7.1ニホンザルやツキノワグマによる農作物の被

実施 （終了）害を防止するための捕獲や追い上げを
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（基本目標 ２ 元気とうるおいのまち）

政 策（４） 山・川を生かす林業・木材産業・水産業

基本構想でめざす姿や状態

○ 秋田スギの利用が進み、林業や木材産業の経営強化につながること。

○ 秋田スギの良さを伝え、木のまちとして、街なかに木のぬくもりを感じられること。

○ 産学官が連携して調査や研究が進み、林業や木材産業の育成につながること。

○ 森林の手入れや保全により、水の貯留や浄化などの機能を維持でき、水産資源の持続的な利用につながる

こと。

基本計画でめざす目標指標

指 標 基 準 ５年後の目標 10年後の目標 備 考

（平成24年度） （平成29年度）

木材製品出荷額 22,782百万円 23,000百万円 維持

（H18年）

木のぬくもりや木のまちとして 35.9％ 55.0％ 70.0％ 市民意識調査

の雰囲気があると思う市民の割 （H19年度）

合

木の学校利用者数 10,975人 13,000人 15,000人

（H18年度）

共同研究等（委託を含む）で実 0件 2件 5件

際に商品化できた件数 （H18年度）

â â â松くい虫被害量 970 750 500

（H18年度）

漁獲高（海） 159ｔ 159ｔ 維持

（H17年度）

施策の体系

（４）山・川を生かす林業・木材産業・水産業 ① 木の良さを生かし多様なニーズに対応し

た林業・木材産業を確立する

② 木材関連の高度な機能を活用する

③ 木に親しめるまちづくりを進める

④ 林業生産を効率化する

⑤ 森林や川を保全する

⑥ 水産業を振興する

実施事業実施事業実施事業実施事業のののの概要概要概要概要

① 木の良さを生かし多様なニーズに対応した林業・木材産業を確立する

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円重点重点重点重点 木材資源利活用促進事業木材資源利活用促進事業木材資源利活用促進事業木材資源利活用促進事業 ふるさと雇用再生

実施 実施 臨時対策基金制度 12.3資源循環利用を促進するため、山林における

（終了） を活用して実施林地残材、市内工場における端材等を収集

ふるさと雇用再生重点重点重点重点 秋田秋田秋田秋田スギスギスギスギ販路拡大販路拡大販路拡大販路拡大システムシステムシステムシステム確立事業確立事業確立事業確立事業

実施 実施 臨時対策基金制度 13.0木造建築部材の生産から製品管理販売までワ

（終了） を活用して実施ンストップで対応するシステムを確立

継続して支援地場産材地場産材地場産材地場産材ＰＲＰＲＰＲＰＲ支援事業支援事業支援事業支援事業

支援 支援 支援 0.4地場産材ＰＲのための首都圏等の見本市出展

等への支援
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② 木材関連の高度な機能を活用する

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円秋田県木材加工推進機構支援事業秋田県木材加工推進機構支援事業秋田県木材加工推進機構支援事業秋田県木材加工推進機構支援事業 継続して支援

支援 支援 支援 2.0木材高度加工研究所と業界の連携を図る秋田

県木材加工推進機構との交流活動等への支援

施設のあり方の見技術開発技術開発技術開発技術開発センターセンターセンターセンター事業事業事業事業

実施 実施 実施 直しを検討 4.9木材業者に対する技術指導、木材加工機械の

貸出し等見直

③ 木に親しめるまちづくりを進める

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円木木木木のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり推進事業推進事業推進事業推進事業 22年度に効果を検

実施 証し、23年度以降 5.0秋田スギの温もり補助金として、住宅の新築・

（検証） の取組を検討増改築等の秋田スギ内外装材使用に対して補助

継続して実施木木木木のののの学校事業学校事業学校事業学校事業

市民 実施 実施 実施 3.1木の良さ・大切さをＰＲするための木工教室、

木工体験等の実施

④ 林業生産を効率化する

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円森林整備事業森林整備事業森林整備事業森林整備事業 継続して実施

実施 実施 実施 9.4市有林の良質材生産と森林の多面的機能を保

全するために間伐等を実施

計画延長 計画延長 計画延長 24年度で終了予定林道西林道西林道西林道西ノノノノ沢小滝線開設事業沢小滝線開設事業沢小滝線開設事業沢小滝線開設事業

500ｍ 700ｍ 1,570ｍ 57.9森林管理道の開設工事 計画開設延長4,760ｍ（ ）

（終了）

24年度で終了予定林道米代線開設事業林道米代線開設事業林道米代線開設事業林道米代線開設事業（（（（県事業負担金県事業負担金県事業負担金県事業負担金））））

整備 整備 整備 25.5県が実施する林道米代線開設事業への負担

（終了）
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⑤ 森林や川を保全する

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円松松松松くいくいくいくい虫対策事業虫対策事業虫対策事業虫対策事業 継続して実施

実施 実施 実施 33.7松林を松くい虫から保護するための伐倒駆除

及び薬剤散布等

継続して支援松松松松くいくいくいくい虫対策市民活動支援事業虫対策市民活動支援事業虫対策市民活動支援事業虫対策市民活動支援事業

市民 支援 支援 支援 1.9個人庭木等の松くい虫被害木の搬出処理

現行の制度が23年森林整備地域活動支援交付金事業森林整備地域活動支援交付金事業森林整備地域活動支援交付金事業森林整備地域活動支援交付金事業

実施 実施 度で終了予定 18.7森林所有者等の歩道整備等の地域活動に対し

（終了）て交付

設計 22年度に対策工事久喜沢地区林地崩壊治山事業久喜沢地区林地崩壊治山事業久喜沢地区林地崩壊治山事業久喜沢地区林地崩壊治山事業

工事 を実施 8.0久喜沢地区の林地の崩壊した箇所の被害拡大

（（（（新規新規新規新規））））を防ぐため、対策工事を実施

⑥ 水産業を振興する

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H24 H23 H24 当初予算

百万円水産業振興事業水産業振興事業水産業振興事業水産業振興事業 継続して実施

実施 実施 実施 0.2内水面漁業振興のための稚魚放流等
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